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　毎年、「赤い羽根共同募金」に温かいご協力を
いただき、ありがとうございます。
　本年も10月から全国一斉に共同募金運動が
始まります。
　内子町では500万円の募金目標額を定め、自
治会長、社協分会長などを通じて呼びかけを行
います。皆様のご協力をお願いします。
　集まった募金は全て愛媛県共同募金会へ送
り、25年度に同会から県内の障害者福祉施設、
児童福祉施設、小規模作業所、社会福祉団体な
どに配分されます。また災害見舞金としても使
用されます。内子町社会福祉協議会も地域福祉
活動事業として配分を受けます。
　23年は愛媛県内で約２億６千万円（うち内子
町内515万円）の募金が集まりました。その中
から、内子町社会福祉協議会には24年度地域福
祉活動事業として380万円が配分されています。
配分金の内訳は、７月10日に開かれた共同募金
配分委員会で次のとおり決定されましたので、
お知らせします。

■24年度共同募金配分額
⑴自治会事業　224万円
　…１自治会10万円を限度とし、24自治会へ
　配分を決定しました。備品の充実や福祉活動
　などに使用されています。詳しくは、下の表
　をご覧ください。
⑵社協分会事業　140万円
　…社協分会が年末に企業などを対象に行った
　特別募金の金額をそのまま配分します。各分
　会の福祉活動に使用されています。
⑶児童青少年活動事業
　・ボランティア活動事業　６万円
　…ボーイスカウト活動、精神保健ボランティ
　ア活動などに使用されています。
⑷地域啓発活動事業　10万円

【問い合わせ】
内子町社会福祉協議会（内子町役場内子分庁内）
☎０８９３（４４）３８２０
　 ufhiko-shakyou@iaa.itkeeper.ne.jp

■24年度共同募金　自治会事業配分金内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

　合 計　 2,238,005

神 南 88,445 ユニフォーム　他

平 岡 85,000 パソコン　他

西 沖 100,000 ワンタッチテント

柿 原 100,000 防災用備品倉庫

御 祓 90,000 ポータブルトイレ　他

上 川 36,000 配食サービス原材料

中 川 100,000 災害用パック毛布　他

平 野 98,500 冷蔵庫、テーブル　他

寺 村 99,500 折りたたみ式テント

立 石 99,500 発電機

吉 野 川 81,000 パソコン　他

臼 杵 95,000 座卓兼用テーブル

六 日 市 97,500 備品保管用物置

八 日 市 83,500 プロジェクター　他

畑 中 100,000 防災用具保管庫

廿 日 市 100,000 オーブンレンジ　他

城 廻 99,500 業務用鉄板

立 川 100,000 草刈り機、冷蔵庫

河 内 98,000 エアコン

長 田 100,000 こんにゃく凝固容器

和 田 100,000 パソコン　他

程 内 95,000 カラオケ機材

村 前 100,000 ベンチ、テレビ　他

池 田 91,560 座椅子、テーブル

自治会名 配分額 主な内容　　 自治会名 配分額 主な内容
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　エコロジータウンを目指す内子町は、18年12月から「環境自治体スタンダード（Ｌ
ラ ス

ＡＳ-Ｅ
イー

）」の認
証を取得し、町が発注する公共工事も環境に配慮するよう努めています。この一環として、24年度
第１四半期（24年４～６月）に発注した事業費300万円以上の工事を公表します。

【問い合わせ】環境政策室　☎０８９３（４４）６１５９

23年度に町内で収集された資源ごみ（缶・ペットボトル）の取引実績を公表します。

環境政策室

からの

お知らせ
公共工事の発注状況

資源ごみの回収状況

工事名／施工場所
①延長、幅員など
②環境に影響を及ぼす可能性がある点
③環境に配慮した点

④事業費
⑤請負業者名

⑥工期
⑦工事担当課

小田寄宿舎解体工事
／寺村

①解体延べ面積　1402.08㎡
②産業廃棄物による環境悪化　
③木材・コンクリートの再資源化

④17,608,500円
⑤㈱上田組

⑥５月９日
　～６月30日
⑦建設デザイン課

小田幼稚園解体工事
／寺村

①解体面積　446.40㎡
②産業廃棄物による環境悪化
③木材・コンクリートの再資源化

④4,488,750円
⑤㈱ブリッジ
　カンパニー

⑥５月10日
　～６月30日
⑦建設デザイン課

町道（内子地区）舗装
補修工事／大瀬南　他

①アスファルト舗装Ａ＝ 2200㎡
②特になし　
③再生アスファルト合材を使用

④5,040,000円
⑤東亜道路工業
　㈱大洲出張所

⑥５月18日
　～ 25年３月25日
⑦建設デザイン課

町道（小田地区）舗装補
修工事／小田　他

①アスファルト舗装Ａ＝ 1900㎡
②特になし　
③再生アスファルト合材を使用

④4,042,500円
⑤愛媛舗道㈱

⑥５月22日
　～ 25年３月25日
⑦建設デザイン課

小田地区学校施設敷地
造成（１期）工事
／寺村

①敷地造成工事一式　他
②特になし
③再生砕石を使用

④37,800,000円
⑤大久保建設㈱

⑥６月29日
　～ 11月30日
⑦建設デザイン課

県道串内子線改良に伴
う配水管布設替工事
／内子

①配水管布設ＨＰＥф 100 Ｌ＝ 238.6 ｍ
　給水管布設ＨＰＥф 20　３カ所
②工事中の騒音　③再生資材を使用

④3,433,500円
⑤中田建設㈱

⑥７月14日
　～８月31日
⑦建設デザイン課

※小数点第３位以下四捨五入

■内子・五十崎地区（内山クリーンセンター）　

回収品 取引量（ｔ） 平均単価（円／㎏） 取引金額（円） 取引業者

缶（アルミ） 16.08 111.00 1,784,880 南予資源企業組合

缶（スチール） 21.42   27.00 578,340 南予資源企業組合

ペットボトル 15.56   36.75 571,832 ㈱帝松サービス

■小田地区（久万高原町環境衛生センター）

回収品 取引量（ｔ） 平均単価（円／㎏） 取引金額（円） 取引業者

缶（アルミ） 5.03 98.00 492,940 金城産業㈱

缶（スチール） 8.35 25.50 212,925 金城産業㈱

ペットボトル 4.37 46（手数料含む） 201,020 日本容器包装
リサイクル協会
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